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はじめに 

 

 

人種差別撤廃委員会による前回 2014年の日本報告書審査のあと、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」と

「部落差別解消推進法」の二つの法律が制定され、わずかながら、人種差別との闘いにおいて前進が見ら

れた。これらの立法措置は歓迎されるが、日本国内の人権の枠組みと国際人権法、とりわけあらゆる形態

の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）との間のギャップは依然として大きい。 

 

人種差別撤廃 NGOネットワーク（ERDネット）を含む日本の市民社会、そして国連人権メカニズムによる

度重なる要請にかかわらず、日本政府は、人種、皮膚の色、世系、民族的あるいは種族的出身に基づく差

別を含む包括的な反差別法を制定することに難色を示してきた。2018 年 3月の日本の普遍的定期的審査

（UPR）の結果文書1では、包括的な反差別法の制定を促す勧告が多くの国より提示されたが、日本政府は

それを受け入れなかった。さらに、パリ原則に基づいた国内人権機関の設置はいまだ実現には程遠い。そ

して、人種差別撤廃条約を含め、日本が批准している国際人権諸条約のもとでの個人通報制度は、いずれ

も受け入れはされていない。こうしたことにより、日本において人種差別の被害者が司法に訴える手段は

皆無と言ってよいほど非常に限定されている。 

 

ヘイトスピーチ解消法は人種差別撤廃に向けた一歩となったが、人種差別的なヘイトスピーチやヘイト

クライムは、ネットおよび実生活の空間の両方において広く存在している。それにもかかわらず、政府は

人種差別撤廃条約第４条(a)(b)の留保を維持したままであり、人種主義と人種差別の発現への取り組み

は引き続き不十分である。 

 

ERDネットは人種差別撤廃委員会の勧告の実施に関して日本政府と建設的な話しあいをもってきたが、第

10・11回政府報告書には 2014 年の総括所見（CERD/C/JPN/CO/7-9）の勧告を実施するためにとった具体

的な措置について明確な説明は何もない。その一例として、政府報告書には、勧告で求められているにも

かかわらず、民族や種族出身別の細分化された最新の統計データは含まれていない。 

 

人種差別撤廃条約の国内完全実施を目指し、この共同報告書は、アイヌ先住民族、琉球・沖縄の人びと、

被差別部落民、在日コリアンそして技能実習生を含み、日本における先住民族、マイノリティ、移住者そ

して難民の状況と問題に関する情報を委員会に提供するものである。 

 

2018年 7月 

 

人種差別撤廃 NGOネットワーク（ERDネット） 

 

                                                      
1 A/HRC/37/15/Add.1 
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a. ᅜ㐃ඛఫẸ᪘ᶒᐉゝ 29᮲ᇶ࡙ࠊࡁ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢேẸᑐࠊࡋ⡿㌷ᇶᆅࡅ࠾⎔ቃ᭷ᐖ

≀㉁ࡧ࠾ᅵተ࣭⎔ቃởᰁሗ㛵ࢫࢭࢡࡍᶒ☜ಖࡢࡑࠊࡋ㈓ⶶᗫᲠࡣ࡚࠸ࡘ

FPIC ཎ๎ᇶ࡙ࡃ༠㆟ࡧ࠾๓ྜពᚭᗏࠊࡋᏳ࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞⎔ቃࡢᶒཬࡧᗣ

 ࠋࡇࡍಖ☜ᶒࡢ

  

 సᡂ⪅㸸Ἀ⦖ᅜ㝿ேᶒἲ◊✲ڦ
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 ࣛࣃ๓ᅇ່࿌ࡍ㛵㐃ࣝࢺࢱࡢၥ㢟ڦ

⌰⌫/Ἀ⦖ࡢ⮬Ỵᶒࡢᐖ࡚࠸ࡘ 

CERD/C/JPN/CO7-9 ࣛࣃ㸰㸯 

 ࣛࣃヱᙜࢺᨻᗓ࣮ࣞڦ

CERD/C/JPN/10-11 36 ,35 ,34 ࣛࣃ 

 㸸ࡓࡉᐇࡣ࿌່ ڦ

㸯ࠊἈ⦖⯆ィ⏬ࠊࡣ᪥ᮏᨻᗓࡀỴᐃࡍἈ⦖㛵㐃ண⟬࡚ࡗᐇ⌧ࡢࡑࠊࡋࡋࠋࡍண⟬⦅ᡂ

㌷࡚ࡋᑐἈ⦖┴▱ࡍᑐ᪂ᇶᆅᘓタ㐍ࡀ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ⮧Ἀ⦖ᢸᙜࡘᣢ௵㈐

ᇶᆅࡢᘓタἈ⦖㛵㐃ண⟬ࡀ㛵㐃ࡇ࠸࡚ࡋබゝࡢࡑࠊࡋᚋᐇ㝿ไⓗ 2017 ᖺᗘண⟬

⣙ࠊࡣ 200൨ࠊῶ㢠ࠋ࠸࡚ࡉ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣண⟬⦅ᡂᶒࠋ࠸࡚ࡋ⏝℃ࡢ 

㸰ࠊ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢேࠎඛఫࡢேẸ࡚ࡋㄆࡃࡓࡗࠋ࠸࡞࠸࡚᪥ᮏᮏᅵࠊᗓ┴

ྠࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡋ࠶᪥ᮏே࡛ࡌྠ ࡣ⨨ᥐ࡞ලయⓗࠊ࡚ࡋ࠸࡚ࡉಖ㞀࡛ࡍࡀᶒࡌ

ఱࠋ࠸࡞࠸࡚ྲྀ    

 ຠᯝ㸸ࡢࡑࠊሙྜࡓࡉᐇ ڦ

 

 ㄝࡢၥ㢟ڦ

 

㸯ࠊⓎᒎࡢᶒྵ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬᩥࡧⓗ࡞ᶒࡢᐖࠋ࡚࠸ࡘ 

1972ᖺ௨᮶ࠊἈ⦖⯆㛤Ⓨィ⏬ᐇ⌧ࡢࡓࡍἈ⦖⯆㛤Ⓨண⟬ࡢせ࡞⦅ᡂᶒࡣ᪥ᮏᨻᗓࠋ࠶

⮬ࡢ⦕㸭Ἀ⌫⌰ࠊ࠾࡚ࡗ࡞⤌⨨ࡀẚ㔜ࡃࡁබඹᴗᵓ㐀ⓗࠊࡣண⟬⦅ᡂ࡛ࡢࡇ

యࡢබඹᴗ೫㔜ࡢᨻ⟇ㄏᑟࡀ㛗ᮇࠋࡓࡁ࡚⾜࡚ࡗࡓ 

බඹᴗࡢㄏᑟᅵᮌᘓタᴗࡢⓎᒎࠊࡣ⤒῭≧ἣࡢᨵၿࠊࡇ࠸࡞ࡀ࡞ࡘ⮬యࡢᩍ⫱

⚟♴ண⟬ࡀබඹᴗࡢᨭฟᅇ࡚ࡉ༑ศ☜ಖ࡛ࡀࡇ࠸࡞ࡁၥ㢟࡛ࡢࡑࠋ࠶⤖ᯝࠊἈ⦖ࡢ┦

ᑐⓗ㈋ᅔ⋡ࠊࡀ᪥ᮏᖹᆒࡢ ࡍᙜ┦⣙㸰ಸࡢ18.3% ὀ)࠸࡚࠸⥆ࡀἣ≦ࡢ% 34.8 1㸧ࠋ 

⟭Ἀ⦖⯆ண᥎㐍ࡢᾏර㝲ᇶᆅᘓタᕤࡅ࠾㎶㔝ྂࠊࡋ⏝℃࣭⏝ᝏண⟬⦅ᡂᶒࠊࡣ㏆ᖺ࡛≉

㢠ࡢቑῶ㛵㐃ࠊࡏࡉ⡿㌷ᇶᆅᑐࠊࡤ࡞ࡅ⥆ࡋ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢⓎᒎ㛵ࡍᨻ⟇ࡢண⟬⦰ᑠ

 ࠋࡍヱᙜᐖࡢỴᶒ⮬ࡢ⦕Ἀ/⌫⌰ࡣࡑࠊ࠾࡚⾜ࡀ㏕⬣࠺࠸ࡍ

 

㸰ࠕࠊඛ♽ఏ᮶ࡢ㡿ᇦࠖཬࠕࡧᅵᆅࡢᶒࠖᑐࡍᐖࠋ࡚࠸ࡘ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ⌰⌫/Ἀ⦖ࡢேẸࡘ

㡿ᇦ࡛ࠖࡢඛ♽ఏ᮶ࠕࠊ࠾࡚ࡋᣄྰࡇㄆேẸࡢඛఫ࡚࠸ ࠊ࡚ࡋᑐ➼※㈨ࠊἢᓊࠊᅵᆅ࠶

 ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼ಖㆤ࡞ู≉ࠊࡎㄆᶒࡢࡑ

 

㸱ࠊ⮬⏤࡛๓ࠊࡢ༑ศ࡞ሗྜࡢ࡛ୖࡓ࠼ព㛵ࡍࡍཎ๎ࠊFPICཎ๎ࡢ↓どࠋ࡚࠸ࡘ

2014ᖺ 11᭶ࠊ㎶㔝ྂᇶᆅᘓタᑐ㑅ᣲබ⣙࡚ࡋᙜ㑅ࡓࡋ⌧ᅾࡢ▱ࡢࡑࠊࡣᢎㄆᙜ㑅ᚋྲྀࠊ

ᾘྲྀࡢࡑࠋࡓࡋᾘࡋ↓ຠࡍッゴࡀ᪥ᮏᨻᗓᥦ㉳᭱ࠊࡉ㧗࡚࠸࠾᪥ᮏᨻᗓࡢᙇ㏻

㡿ࡢඛ♽ఏ᮶ࠕࡓᐃࡀᅜ㝿ேᶒἲࠊࡣ㧗᭱ࡢ᪥ᮏࠋࡓࡋᐃ☜ࡀỴุࡉຠ↓ࡀࡋᾘྲྀࠊ

ᇦ࡛ࠖࠊࡇ࠶ཬࠕࡧ⮬⏤࡛๓ࠊࡢ༑ศ࡞ሗྜ࡛ୖࡓ࠼ពࡍᶒ 㸦ࠖFPICཎ๎㸧ᇶ

 ࠋ࠸࡚ࡗ࡞⬟ྍࡀ῭ᩆ࡞ἲⓗྖࠊ࠾࡚ࡋど↓ᚲせᛶࡢពᙧᡂྜࡃ࡙

 

㸲ࠊᅜ㢌ᮧ㧗Ụ༊ࡅ࠾⡿ᾏර㝲ࡢࣞࢫࡢⓎ╔ሙࡢᘓタࠊ㑣ᅜᓥࡅ⮬⾨㝲ᇶᆅࡢᘓタࠊ

ᐑྂᓥ࣭ ▼ᇉᓥࡅ࠾⮬⾨㝲ᇶᆅࡢᘓタィ⏬ࠊ⌰⌫/Ἀ⦖ࡢேࠕࡢࠎඛ♽ఏ᮶ࡢ㡿ᇦ ࡍ㛵ࠖ FPIC

ཎ๎↓どࡓࡋேᶒᐖ࡛ࠋ࠶ 
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  ࿌່ڦ

 

a.Ἀ⦖㛵ࡍ᪥ᮏᨻ⟇ࡢពᛮỴᐃ㐣⛬ࠊ⌰⌫/Ἀ⦖ࡢேࡢࠎ⤒῭ⓗࠊ♫ⓗཬᩥࡧⓗⓎᒎࡢᶒ

 ࠋࡇࡍㆡ⛣ᨻᗓࡢ┴⦕Ἀ᪥ᮏᨻᗓண⟬⦅ᡂᶒࡢ⯆Ἀ⦖ࠋࡇࡍᨵၿ࠺ࡃᇶ࡙

b.ඛ♽ఏ᮶ࡢ㡿ᇦᑐࡍ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢேࡢࠎᶒᢎㄆࡢࡑࠊࡋ༑࡞ಖ㞀ࠊࡓࡢ⮬⏤࡛๓ࠊࡢ

༑ศ࡞ሗྜࡢ࡛ୖࡓ࠼ព㛵ࡍཎ๎㸦FPIC ཎ๎㸧㊊ࡍไᗘࡇࡍ❧☜

 ࠋ

 

 సᡂ⪅ Ἀ⦖ᅜ㝿ேᶒἲ◊✲ڦ

 

 

㸦ὀ㸯㸧ᡞᐊసࠕ㒔㐨ᗓ┴ูࡢ㈋ᅔ⋡ࠊ⋠ࢢ࣮ࣥ࣡ࠊᏊࡢ㈋ᅔ⋡ࠊᤕᤊ⋡᳨ࡢウࠖࠗ ᒣᙧᏛேᩥ       

Ꮫ㒊◊✲ᖺሗ࠘➨ 13ྕ㸦2016㸬㸱㸧33㸫53ࠋ 
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■問題のタイトルと関連する前回勧告パラ 

琉球人を先住民族と認めること 

CERD/C/JPN/CO7-9 パラ 21 

■政府レポート 

CERD/C/JPN/10-11 パラ 34～36 

■勧告は実施されたか： されていない 

■実施された場合、その効果： 

 

■問題の説明 

 
「2014年所見パラ 21」に関して、日本政府は「沖縄県に居住する人あるいは沖縄県の出身者は日本

民族であり、一般に、他県出身者と同様、社会通念上、生物学的又は文化的諸特徴を共有している人

々の集団であると考えられており、したがって、本条約の対象とはならないものと考えている」「沖

縄県に居住する人あるいは沖縄県の出身者は日本民族であり、社会通念上、日本民族と異なる生物学

的または文化的諸特徴を共有している人々であるとは考えられていない」との見解を示しているが、

その根拠を示していない（外務省 HPより https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/iken.html）。 

日本政府はアイヌを先住民族として認め、日本民族と異なる独自の民族として認めたが、琉球との

違いは何か、先住民族と認定するか否かの基準の説明がない。    

1879年に日本が琉球を武力で併合するまで、琉球は独立した王国だった。アメリカ、フランス、オ

ランダ政府とそれぞれ条約を結んでいた。明治政府は琉球王国を併合する際に、琉球人は日本人とは

異なる人種との見解を示した。琉球人も日本による併合に抵抗し、中国をはじめとして、西洋諸国に

嘆願書を送って助けを求めた。その後、日本は中国と琉球を分割して領有する計画を持ったが中国の

反対で頓挫した。日本への併合後、日本政府は琉球の言語、歴史、文化、信仰を消滅させようと同化

政策をとり、琉球人のアイデンティティー消滅を図った。日本政府や日本社会は琉球に同化を迫った

が、琉球人を日本人と対等には扱わず、琉球人は日本人より劣る集団であるとして社会的に差別して

きた。 

太平洋戦争末期には日本は琉球で連合軍と地上戦を行い、琉球住民の 4分の 1以上が命を落とした。

琉球が数百年にわたって築き上げ、継承してきた文化財や歴史的都市や集落、景観、歴史資料も全て

消滅させられた。沖縄での戦闘の際、日本軍は琉球人が琉球語を使用することを禁じ、違反者を殺害

した。その他にも日本軍は琉球人をスパイとみなし殺害命令を出して殺害し、また、戦場において老

若男女を問わず強制労働させ、食糧を奪い、避難場所から戦場に追い出したため、多くの琉球人が命

を落とした。日本軍は琉球人の土地を取り上げて軍事基地を造った。その土地は未だに返還されず、

さらに戦後になって米軍基地になったり、自衛隊基地として強制使用されている。戦後、日本は琉球

を米軍の統治下に置ことにより自らの独立を達成した。 

 
現在、日本政府が名護市辺野古に新基地を建設しているが、そこは沖縄戦当時、米軍による大浦崎収

容所があった場所であり、琉球人が収容されていた。大浦崎収容所では数百人の琉球人が命を落とし

たが、現在まで調査も埋葬もされずそのままにされている。米軍は戦後、その地にキャンプ・シュワ

ブを建設し、現在、日本政府が新基地を建設している。戦没した琉球人の遺骨の上に新基地を造って

いるのである。安倍首相は硫黄島においては基地の滑走路を取り除いて戦死者の遺骨を収集すると言

明したが、琉球人の遺骨は調査も収集も埋葬もされず、その上に基地建設を強行している。これは琉
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球人差別以外のなにものでもない。2012年、米軍普天間飛行場にオスプレイを配備を決定した際、琉

球は反対したが、日本政府は琉球側の反対を無視して配備を強行した。森本敏（さとし）防衛大臣は

退任の記者会見で、「米軍基地の配備は軍事的に沖縄（琉球）である理由はないが、政治的理由で沖

縄に配備する」という主旨の発言をした**2。 

「軍事的に沖縄（琉球）である必然性はないが、政治的見地で沖縄に配備した」という主旨の発言を

した。その後、オスプレイの墜落事故、米軍機の墜落事故や、基地近隣の保育園や小学校に米軍ヘリ

の部品および、窓枠などの落下事故が起きたが、きちんとした原因究明の調査や責任の所在の究明が

行われず、現在も米軍機が飛行や、民間住宅上空で物資を吊り下げた危険な訓練が日常的に行われて

いる。 

米軍ヘリパッド建設に反対する琉球人に対して日本の警察官が「土人」「シナ人」という差別発言、

ヘイトスピーチをしたが、日本政府は差別発言とは認めず、政治家が差別発言者を庇うことまでした。

日本の他地域ではこのようなことは決して行われない。2012年に CIA（米中央情報局）が作成した「沖

縄における基地と政治」においても、日本政府の沖縄への対応を差別と述べている。**3 

このように琉球人は琉球人であるがゆえの差別を受けてきた。ユネスコは琉球を独自の言語文化を

持つ集団として認めている。日本政府の言う、生物学上、社会通念上の違いはないという見解には納

得できない。 

また、パラ 21に関して日本政府は「沖縄の住民が日本民族とは別の民族であると主張する人々がい

ることは承知しているが、それが沖縄の人々の多数意志を代表したものであるとは承知していない」

との見解を示しているが、それは 1879年の日本政府による琉球王国併合以来、日本政府によって行わ

れてきた同化政策により琉球人としてのアイデンティティが奪われた結果である。それと同時に日本

政府は琉球人社会に利益誘導による利害対立を持ち込み分断してきた。琉球人の中に琉球人としての

アイデンティティを持てない者や日本政府の政策に協力的な者が存在するのは、これまでの日本政府

が行ってきた同化政策、利益誘導による協力者育成のための懐柔策、分断工作の結果である。 

   

■勧告案  

a.琉球人を先住民族と認め、UNDRIP（先住民族の権利に関する国際連合宣言）に完全に一致するかた

ちで琉球人の権利を保護、尊重、促進し実現すること。 

 

■作成者 琉球弧の先住民族会 

 
**1 2015年 3月 6日閣議決定された照屋寛徳衆議院議員の質問主意書と、答弁書。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189097.htm 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b18909

7.pdf/$File/b189097.pdf  

http://a-tabikarasu.hatenadiary.com/entry/2017/11/03/214939 

2007年衆議院議員鈴木宗男氏に対する答弁書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b165131.htm） 

**2：2012年 12月 25日の退任記者会見において。

http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2012/12/25.html 

https://ryukyushimpo.jp/editorial/prentry-201059.html 

**3 （http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/258217 

http://app.okinawatimes.co.jp/documents/cia20180528.pdf） 
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NGO共同レポート参加団体 
 
 

人種差別撤廃 NGOネットワーク（ERDネット） 

 

 団体 

反差別国際運動（IMADR） 

外国人人権法連絡会 

移住者と連帯する全国ネットワーク 

公益社団法人自由人権協会（JCLU） 

在日本朝鮮人人権協会 

コリア NGOセンター 

マイノリティ宣教センター 

部落解放同盟 

北海道アイヌ協会 

琉球弧の先住民族会（AIPR） 

年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会 

人身売買禁止ネットワーク（JNATIP） 

全国難民弁護団連絡会議 

アジア・太平洋人権情報センター 

兵庫在日外国人人権協会 

かながわみんとうれん 

沖縄国際人権法研究会 

アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク 

中国帰国者の会 

   

 
個人 
金昌浩（弁護士） 
林純子（弁護士） 
榎井縁（大阪大学教員） 

 

（順不同） 
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